インディアンムービーウィーク2021 パート2
映画大国として知られるインドから、日本未公開作品を紹介するインディアンムービーウィーク。このたびの「パート 2」では、話題
作を日本初上映するとともに、IMW2021「パート 1」
「タミル・クライム映画特集」の再上映を加え、見逃せない作品を取り揃えました。
イングリッシュ・ミディアム



娘の留学を叶えようと奮闘する父
菓子店を営むチャンパクは早くに妻を亡
くし、娘ターリカーを一人で育てた。ター
リカーは猛勉強し、憧れのロンドンへの
留学奨学生に選ばれたが、父の迂闊な
一言でチャンスを失う。父は娘の願いを
©Maddock Films, ©Skywalk Films
叶えようと奮闘する。英語教育を風刺し
監督：ホーミー・アダジャーニア
出演：イルファーン・カーン（めぐり逢わせ た『ヒンディー・ミディアム』
（17）のフラ
のお弁当）、ラーディカー・マーダーン
ンチャイズ作品で、
イルファーン・
カーン
2020 年 / ヒンディー語 / 145 分 / 映倫申請中（ G 相当）
日本初上映 コメディ
最後の出演作品。

ラジニムルガン



鳩好きマーリの爽やか極道コメディ
チェンナイの下町に住むマーリは、身寄
りなく育った若者。８年ほど前から土地
を仕切る極道として皆に恐れられるよう
になっている。彼は鳩レースに入れ込ん
でおり、鳩の前では柔和な一面も見せ
©Magic Frames, ©Wunderbar Films
る。そんな彼の前に、新しく地区の担
監督：バーラージ・モーハン
出演：ダヌシュ（無職の大卒）
、カージャル・ 当になったアルジュン警部とブティック
アグルワール、ローボー・シャンカル
経営者のシュリーが登場し、波乱が起こ
2015年 / タミル語 / 138分 / G
る。ダヌシュのダンスも見どころ。
コメディ アクション ダンス

まばたかない瞳 バンガロール連続誘拐殺人 

©Cameo Films India, ©Drumsticks Productions

監督：R・A・ニャーナムットゥ
出演：ナヤンターラ、アタル
ヴァー・ムラリ、アヌラーグ・カ
シャップ
2018年/ タミル語/ 168分/ PG12
クライム・スリラー ダンス

アンコール
上映 !

連続殺人犯 vs. 執念の
捜査官
バンガロールを震撼さ
せる連 続 誘 拐 殺 人事
件。捜査に当たる中央
捜査局のアンジャリは、
犯人を自称する男ルド
ラに肉薄しながらも取
り逃 がしてしまう。 犯
人、警察、中央捜査局
が三つ巴になっての息
詰まる追跡劇。

サルカール １票の革命



社会を変える１票 痛快な政治ドラマ
スンダルは、 成りすまし投 票 被
害から自らの１票を取り返すべく
裁判を起こす。その過程で数々
の政治腐敗を目の当たりにする。
IMW2019 の人気作品。

©Sun Pictures

スリラー アクション ダンス

監督：
Ａ・Ｒ・ムルガダース / 出演：ヴィジャイ、
キールティ・スレーシュ、ヨーギ・バーブ
2018年 / タミル語 /162分 / PG12

上映劇場

キネカ大森

9. 10 ㊎ 〜 10. 7 ㊍

シネ・リーブル梅田

9. 24 ㊎〜 9. 30 ㊍

グレート・インディアン・キッチン

©Cinema Cooks, ©Mankind Cinemas, ©Symmetry Cinemas

監督：ジヨー・ベービ
出演：ニミシャ・サジャヤン、スラージ・ヴ
ェニャーラムード（ジャパン・ロボット）
2021 年 / マラヤーラム語 / 100分 / G
ドラマ ダンス



©Thirukumaran Entertainment

監督：カールティク・スッバラージ
出演：Ｓ・Ｊ・スーリヤー、ヴィ
ジャイ・セードゥパティ、ア
ンジャリ、ボビー・シンハー
2016年 / タミル語 / 158分 / G
クライム ロマンス ダンス

鬼才スッバラージ監督
が描く、悲哀の群像劇
映画監督のアルルと幼
なじみ の マイケル は、
内面に抱える問題のス
トレスを妻にぶつける
日々。アルルの弟ジャ
ガンが古寺の女神像の
密売に手を出したこと
をきっかけに、彼らの
運命は思わぬ方向に転
がっていく。

マジック

©Sony Music India ©Sri Thenandal Films

  

お洒落でシュールなリベンジ・コメディ
ポンディシェリに住む青年パーンディは、
警官の母親を持ちながら極道になることに
憧れており、友達のドーシと一緒に「極
道ごっこ」で小遣いを稼いでいた。ある
夜彼は聴覚障がいがある女性カーダンバ
©Wunderbar Films
リに出会い、一目惚れする。カーダンバリ
監督：ヴィグネーシュ・シヴァン
出演：ヴィジャイ・セードゥパティ（キケンな誘 はパーンディに、幼少時に彼女の家族を
拐）、ナヤンターラ（ビギル 勝利のホイッスル）
襲撃した大物極道への仇討ちを求める。
2015 年 / タミル語 / 139 分 / G
異色の新感覚リベンジ・コメディ。
日本語字幕版初上映 クライム・コメディ ダンス

女神たちよ

アンコール
上映 !

 

荒廃した少年院の更生に立ち上がる教師
名門大学教授のＪＤはアルコール依存
症気味だが、学生には大人気。学生会
長選挙での暴動の責任をとり休職し、
地方都市の少年院に赴く。その少年院
は、冷酷非道な非合法ビジネスで稼ぐバ
©B4U Motion Pictures, ©Seven Screen Studio, ©X.B. Film Creators
ワーニに支配されていた。荒廃した少年
監督：ローケーシュ・カナガラージ
出演：ヴィジャイ（ビギル 勝利のホイッスル）
、 院で、ＪＤは少年たちの更生のために立
ヴィジャイ・セードゥパティ（キケンな誘拐）
、
ち上がる。ヴィジャイと注目俳優V・セー
2021 年 / タミル語 / 179 分 / PG12
ドゥパティ共演の大ヒット作。
日本語字幕版初上映 アクション ダンス

俺だって極道さ

  

極楽トンボのハッピー・マドゥライ
マドゥライに暮らす無職のラジニムルガン
は、街中で、幼い頃に親同士の約束で
婚約したものの解消させられたカールティ
カを見かける。彼女に惚れ直したラジニム
ルガンは、あの手この手の求愛を試みる。
©Thirupathi Brothers
一方、ラジニムルガンの自立を助けようと、
監督：ポンラーム
出演：シヴァカールティケーヤン、キールテ 彼の祖父は豪邸の売却を試みるが、法
ィ・スレーシュ（伝説の女優 サーヴィトリ）
定相続人を名乗る男が現れ、波乱が起こ
2016 年 / タミル語 / 155 分 / G
る。歌と踊り満載のカラフルなコメディ。
日本語字幕版初上映 ロマンス コメディ ダンス

マーリ

マスター 先生が来る！


医療をめぐる社会派スリラー
マーラン医師は、低額診療の医
療活動が国際会議で表彰される。
しかし周囲で不審死が続き、彼に
瓜二つの奇術師が容疑者として
浮上する。2018年上映人気作品。
監督：アトリ/ 出演：ヴィジャイ、サマンタ、

     

グルメ番組のように始まり、家族制度の
暗部に切り込む“ホームドラマ”
高位カーストの男女がお見合いで結婚
する。中東育ちでモダンな生活様式に
馴染んだ妻は、婚家で男たちに奉仕する
だけの生活に疑問を持ち始める。教育
を受けた若い女性が、家父長制とミソジ
ニー（女性嫌悪）に直面して味わうフラ
ストレーションをドキュメンタリー的タッ
チで描く。

双璧のアリバイ



殺人容疑者の男には
アリバイがあった
大雨の夜に、静かな住
宅街で起こった殺人事
件。隣家の住人が偶然
撮 影したセルフィーの
©RedhanThe Cinema People
片隅に怪しい人影が映
監督：マギル・ティルメーニ り込み、土木技師のエ
出演：アルン・ヴィジャイ、
リルは容疑者として拘
タニヤー・ホープ、ヨーギ・
束される。法の抜け穴
バーブ
2019 年 / タミル語 / 131 分 / G をきわどく攻める犯罪
クライム・スリラー ダンス
スリラー。
料

金

1,800 円（税込）均一
※全席指定 / 入替制。
※特別興行のため、各種割引・招待券・株主優待券は、
ご使用いただけません。

スリラー アクション ダンス カージャル・アグルワール、S・J・スーリヤー

2017年 / タミル語 /169分 / R15+（殺傷シーンあり）

新宿ピカデリー 9. 24 ㊎ 〜 10.7 ㊍

【同時開催】
東京：MOVIX 昭島
埼玉：MOVIX 三郷
千葉：MOVIX 柏の葉
愛知：ミッドランドスクエア シネマ

大阪：MOVIX 堺
大阪：なんばパークスシネマ
兵庫：神戸国際松竹
熊本：熊本ピカデリー

※上映スケジュールは、公式および劇場ウェブサイトに掲載します。 ※状況により、予定が変更となる場合があります。予めご了承ください。

チケット販売
各上映劇場のウェブサイトにてご確認ください。

インディアンムービーウィーク
主催：SPACE BOX
公式サイト : imwjapan.com
Twitter: @ImwJapan
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